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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。
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暮
ら
し

フラワーアレンジメント教室「プ
リザーブドフラワー」

2月23日(祝) ▼午前9時～
10時半　 ▼午前11時～午
後0時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内プリザーブドフラワーをバスケットにアレンジする　対小学生以上　
定各先着6人　費各3000円　申事前に八広地域プラザ☎6657－
0471へ　＊受け付けは2月21日までの午前9時～午後8時(2月15日は
休館)

美顔塾(基本編) 3月9日(火)午前10時半～
午後0時半

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内季節に合わせたスキンケアとメイクを学ぶ　対女性　定先着6人　
費 500円　申事前に本所地域プラザ☎6658－4601へ　＊受け付け
は3月8日までの午前9時～午後8時

健
康
・
福
祉

区総合体育館公開講座「〝ゆっく
り歩いて健康に〞ノルディック
ウォーキング体験講座」

2月19日(金)
午前9時半～
11時半

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

内両手に専用ポールを持ち、体に無理のない姿勢でゆっくりと歩くノ
ルディックウォーキングの体験　定先着20人　費無料　持上履き　
＊ポールは貸出し　＊動きやすい服装で参加　申事前に講座名・住所・
氏名・電話番号を、電話またはEメールで区総合体育館☎3623－
7273・ sumidagym@n-reco.co.jpへ　＊受け付けは2月18日まで

ボランティア説明会 2月25日（木）午後1時半～
3時

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17－
14)

内ボランティア活動の紹介、活動時の注意点の説明等　対ボランティ
アを始めようと考えている方　定先着8人　費無料　申事前に、すみ
だボランティアセンター☎3612－2940へ

第6回さくらんぼの会(認知症家
族介護者教室)「マイ・タイムラ
インを作ってみよう！」

2月26日(金)午後1時半～
3時

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4)

内マイ・タイムライン(一人ひとりの防災行動計画)を作成する　対認
知症の方を介護している方や認知症に関心がある方など　定先着10人　
費無料　申事前に電話で、うめわか高齢者支援総合センター☎5630－
6541へ

3月1日～8日は女性の健康週間
「女性の健康週間イベント」

費無料

▼女性のためのキレイになれ
るセルフケア〝これって更
年期症状？不眠・イライラ・
のぼせ・頭痛〞

3月4日(木)午後2時～4時 すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内ツボ押しと軽い体操で血行をよくする　対区内在住在勤の女性　
定先着20人　持飲物　＊動きやすい服装で参加　申 2月12日午前8
時半から電話で向島保健センター☎3611－6135へ

▼ママになって
も健康美骨〝日
常生活から見
直そう〞

3月8日(月) ▼午後１時～2
時　 ▼午後2時半～3時半

本所保健センター(東
駒形1－6－4)

内講義と運動を通して健康と骨密度について見直す　対区内在住で
子育て世代の女性　定各先着15人　持飲物　＊動きやすい服装で参
加　申 2月12日午前8時半から電話で本所保健センター☎3622－
9137へ　＊事前申込みによる生後3か月～3歳11か月の子どもの一時
保育あり(各先着15人）

▼女性の健康づくり応援キャ
ンペーン企画展示

3月19日 (金 )～4月14日
(水)の開館時間中

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内女性と健康についての展示やリーフレットの配布、女性と健康に
関する図書の紹介　申期間中、直接会場へ　問保健計画課健康推進
担当☎5608－8514

　皆さんが撮影した写真を本紙に掲載します。
スマートフォン等で撮影した写真も応募でき
ます。ぜひ、お寄せください。
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテー
マに区内で撮影した写真と、作品名・撮影
場所・住所・氏名・電話番号を、直接ま
たは郵送、Eメールで〒130－8640広報
広聴担当（区役所6階）☎5608－6223・
OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊写

真は ▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷する
か、jpeg形式でCD－Rに保存　 ▼ Eメール
＝jpeg形式で添付（1通あたり3MB以内）　
＊応募に関する注意事項等は問
い合わせるか、区ホームページを
参照(右のコードを読み取ること
でも接続可)

本紙毎月1日号8面に掲載

「私の好きな すみだ」写真募集

コード

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

■秋山和慶＆新日本フィルハーモニー交響楽団
　毎年3月に開催する、音楽で平和への祈りを捧げるコンサート。今年は自由や
人々の連帯を音楽で訴えたベートーヴェン作品を、石丸幹二さんの朗読ととも
にお届けします。なお、チケット購入者は、公開リハーサルにご招待します。
[とき]3月10日（水）午後7時開演[曲目]ベートーヴェン／交響曲第2番、ゲーテの
悲劇「エグモント」への音楽　＊全曲朗読付き[出演]秋山和慶（指揮）、石丸幹二（朗
読）、櫻井愛子（ソプラノ）、新日本フィルハーモニー交響楽団 [入
場料] ▼ S席＝4500円（区内在住在勤の方は3500円）　 ▼Ａ席＝
2000円　＊区内在住在学の小学生～高校生はいずれも1000円
[公開リハーサルの日時]3月9日（火）午後2時～3時(入場は午後1
時～1時50分厳守)　＊当日、本公演チケットを提示　＊本公演は
宝くじの助成金により実施

■生オケ・シネマ チャップリン「街の灯」
大スクリーンでの高画質上映と、新日本フィルの生演奏、トリフォニーホール

の優れた音響設備で、最高の映画体験をお楽しみください。
[とき]3月17日（水）午後6時15分開演 [曲目]チャップリン／「街の灯」[出演]竹本
泰蔵（指揮）、新日本フィルハーモニー交響楽団　＊指揮者が当初発表から変更[入場
料（全席指定）]5000円　＊区内在住在勤の方は4000円　＊区内在住在学の小学生～
高校生は1000円　＊ペア券は2枚1組8000円　＊チケットは2月20日から発売予定

すみだ平和祈念コンサート2021

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［ところ］すみだトリフォニーホール（錦糸1－2－3） ［申込み］事前にトリフォニーホールチケットセンターへ

「街の灯」

石丸幹二 櫻井愛子

新型コロナウイルス感染症対策のため、事前に、すみだトリフォニーホールのホームページで「重要なお知らせ」をご確認ください。

秋山和慶

　区内在住在勤の医療機関等の従事者とそのご家族を、上記いずれかの公演にご招待します。
申込方法等の詳細は、トリフォニーホールのホームページをご覧ください。

広告
暮らし
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広告 公文の先生募集中!ご自宅近く　家事育児と両立ができるお仕事です。まずは説明会にご参加ください。 株式会社公文教育研究会☎0120－834－414

墨田区のお知らせ6 2021年（令和3年）2月11日



☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。
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健
康
・
福
祉

パソコンボランティア養成講座
(全2回)

3月6日(土)・20日(祝)午
後1時～3時

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7) 

内障害者向けのパソコンボランティアとして活動するための技術を
習得する　対区内在住在勤で次の全てにあてはまる方 ▼パソコンの
基本操作（インターネット・Ｅメールを含む）ができる　 ▼講座修了後、
パソコンボランティアとして活動できる　定 5人(抽選)　費 100円　
申講座名・住所・氏名・年齢・ファクス番号を、直接または電話、ファ
クスで2月17日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3723・
℻  5608－3720へ

身体障害者向け「楽しい笑顔と
体操教室」(全4回)

3月8日～29日の毎週月曜
日午前10時～正午

対区内在住で身体に障害のある方　定10人(抽選)　費無料　申教室
名・住所・氏名・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで2月17
日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3723・℻  5608－3720
へ　＊申込時に手話通訳・磁気ループの希望可

こころの病のある方の家族の会
〝家族同士で情報交換しませんか〞

3月16日（火）午前10時～正
午

本所保健センター（東
駒形1－6－4）

内悩みの共有、病気や福祉制度などについての情報交換　対区内在住
で、こころの病のある方の家族　定先着20人　費無料　申事前に電
話で本所保健センター☎3622－9137へ

うつ予防講演会「専門医が教える
〝心と体を軽くする快眠のコツ〞」

3月17日（水）午前10時～
正午

区役所会議室121（12
階）

内心身の健康づくりに必要不可欠な「睡眠」について専門医から学ぶ　
対区内在住在勤の方　定先着30人　費無料　申 2月12日午前8時半
から電話で向島保健センター☎3611－6193へ

いきいきプラザ「健康体操」(全8
コース、各コース50分程度）

4月2日～令和4年3月25日　
＊いずれも休館日、年末年
始を除く

いきいきプラザ(文花
1－32－2)

対区内在住で65歳以上の方　定各コース20人(抽選)　＊各コース
10人のクラスに分けて実施(クラス分けの希望不可)　費無料　持靴下、
飲物、汗拭きタオル　＊動きやすい服装で参加　申希望コース(第1希
望のみ)・住所・氏名(ふりがな)・登録番号(未登録の方は「未登録」
と記入)・年齢・性別・電話番号を、往復はがきで2月24日(必着)ま
でに、いきいきプラザ(〒131－0044文花1－32－2)☎3618－0961
へ　＊はがきの持込不可　＊記入に不備があるものは不受理の場合あ
り　＊抽選結果は3月20日頃までに通知　＊4月1日までに、いきいき
プラザへの登録が必要

▼Aコース（初級） 火曜日午前9時半～

▼ Bコース（中級） 火曜日午前10時45分～

▼ Cコース（初級） 火曜日午後2時半～

▼Dコース（中級） 火曜日午後3時45分～

▼ Eコース（初級） 金曜日午前9時半～

▼ Fコース（中級） 金曜日午前10時45分～

▼Gコース（初級） 金曜日午後2時半～

▼ Hコース（中級） 金曜日午後3時45分～

いきいきプラザ「初心者限定・
健康麻

マージャン
雀教室」(全6クラス)

4月5日～令和4年3月28日　
＊いずれも休館日、年末年
始を除く

対区内在住の70歳以上で、原則全日程参加できる麻雀初心者　＊次
のいずれかに当てはまる方は不可 ▼以前いきいきプラザで同教室の経
験者クラスを受講したことがある　 ▼麻雀のルールを知っている（点
数計算ができる、役がわかるなど）　定各クラス16人(抽選)　費無料　
持フェイスシールド、飲物　申申込用紙を直接、2月24日までに、い
きいきプラザ内の申込用紙専用回収箱へ　＊申込用紙は申込先で配布　
＊申込前に、いきいきプラザへの登録が必要　＊抽選結果は3月8日
(月)～17日(水)に申込先で掲示　＊当選者は3月19日までに申込先
で受講案内の受け取りが必要　＊電話での申込み・当選確認は不可　
問いきいきプラザ☎3618－0961

▼A1クラス（第1・第3月曜日）午前10時～正午

▼A2クラス（第1・第3月曜日）午後1時～3時

▼ B1クラス（第2・第4月曜日）午前10時～正午

▼ B2クラス（第2・第4月曜日）午後1時～3時

▼ C1クラス（第2・第4水曜日）午前10時～正午

▼ C2クラス（第2・第4水曜日）午後1時～3時

子
育
て
・
教
育

アウトオブキッザニアinすみだ
＠まち処

2月19日(金)～24日(水)
の午前10時～午後6時

産業観光プラザ すみ
だ まち処(押上1－1－
2東京ソラマチ®5階）

内ものづくり職人体験ができる子ども向けの制作キットの販売、制作
物の展示　費無料　＊購入費は自己負担　申期間中、直接会場へ　
問産業振興課産業振興担当☎5608－1437 

すみだキラキラママのつどい 2月24日(水 )午前10時～
午後3時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内／定 ▼おうちでできる知育遊び／先着5組　 ▼知育リトミック（0歳～
3歳）／先着4組　 ▼足裏リフレクソロジー／先着6人　対親子　＊妊婦・
母親のみの参加も可　費各プログラム800円(材料費込み)　申事前に
参加希望プログラム名・氏名・子どもの年齢を、Eメールで、すみだキラ
キラママのつどい kirakiramamasumida2010@gmail.comへ　問み
どりコミュニティセンター☎5600－5811

すみだ自然観察会「野鳥観察」 3月6日 (土 )
午前10時 ～
11時半

隅田公園（向島一・二・
五丁目）周辺　＊詳細
は参加者に通知

内隅田公園周辺で見られる野鳥を観察する　対区内在住の小学生以上　
＊小学校1年生～3年生は保護者の同伴が必要　定先着7人　費無料　
持双眼鏡(お持ちの方のみ)、飲物、筆記用具、帽子　＊動きやすい服装
で参加　申2月12日午前9時から環境保全課緑化推進担当(区役所12階)
☎5608－6208へ

男性向け育児講座「すみだパパ
スクール」

3月7日（日）午前10時～正
午

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

内男性向け育児講座　＊自宅等から「Zoom」で参加　＊詳細は区ホー
ムページを参照(左のコードを読み取ることでも接続可)　対区内在住
在勤で、生後3か月～2歳の子どもの男性保護者　定先着30人　費無
料　＊通信料は自己負担　申事前に講座名・住所・氏名・年齢・電話
番号・子どもの年齢（0歳児は月齢）を、Eメールで、すみだ女性センター
☎5608－1771・ SUZUKAKEKOUZA@city.sumida.lg.jpへコード

広告 渋沢×北区 青天を衝け 大河ドラマ館　2月20日開館　東京北区大河ドラマ「青天を衝け」活用推進協議会☎03－3908－1364
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☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス区公式
SNS等

フェイス
ブック ツイッター インスタ

グラム ユーチューブ

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術担当☎5608－6115北斎を知る
－HOKUSAI PROMOTION－

北斎名品コレクション44

　北斎の享和年間（1801年～1804年）を代表する1点
として知られる優品で、急降下する雁と、ふっくら丸み
を帯びた燕

つばめ

が描かれています。左上には国学者・加藤
千蔭による、毎年春秋来ては帰る鳥に恋の固い約束を
重ねた賛「はる秋の契たか

が

へ
え

す
ず

とりと
ど

りに来るも帰る
もこゝ

こ

ろ有けり」が記されています。また、作品を収
納する箱には、春に渡来し秋に帰る夏鳥の燕と、逆の
渡りをする冬鳥の雁を示す「来燕帰雁」が由来の「来燕
帰雁之図」という題が記されています。本作品は新た
に寄託されたもので、当館では初公開となります。右
記の「筆魂 線の引力・色の魔力〝又兵衛から北斎・国
芳まで〞」展の前期（3月7日まで）でご覧いただけます。

すみだ北斎美術館に収蔵されている
北斎の名品をご紹介します。

来
らい

燕
えん

帰
き

雁
がん

図
ず

(吉野石膏コレクション すみだ北斎美術館寄託)

一点物の肉筆画は、浮世絵版画よりもその起源は古く、複雑で奥深い
彩色技法や描き手の筆遣いを直接感じることができます。本展では、浮
世絵の先駆とされる岩佐又兵衛をはじめ、浮世絵の始祖である菱川師宣、
喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川国芳など60人に及ぶ浮世絵師
の肉筆画を、前後期合わせ約125点、公開します。重要文化財や重要美術
品、初公開作品など約40点を含んでおり、見所満載の展覧会です。浮世
絵の源流である肉筆画を通して、300年に及ぶ浮世絵の歴史を体感いた
だくとともに、それぞれの絵師の巧みな線の引力、色の魔力、そして絵に
宿る筆魂をご堪能ください。
[とき]4月4日(日)までの午前9時半～午後５時半　＊入館は午後５時まで[と
ころ]すみだ北斎美術館（亀沢2－7－2）
[入館料] ▼一般＝1200円　 ▼高校生・
大学生・65歳以上の方＝900円　 ▼中
学生・障害のある方＝400円　 ▼小学
生以下＝無料　＊観覧日当日に限り、
常設展も観覧可能　＊詳細は、すみだ北
斎美術館のホームページを参照[問合せ]
すみだ北斎美術館☎6658－8936

「筆魂 線の引力・色の魔力〝又兵衛から北斎・国芳まで〞」展を開催中！

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

会計年度任用職員（地方公務員法
上の一般職の非常勤職員）の募集

選書類選考および面接　＊面接日は書類選考合格者
に後日通知

申採用選考受験申込書を直接または郵送で各申込期限までに各問合せ先
へ　＊採用選考受験申込書は各問合せ先で配布しているほか、区ホームペー
ジからも出力可

▼事務 内すみだボランティアセンター管理事務、受験生チャ
レンジ支援事務、庶務事務等　【勤務場所】厚生課（区役
所3階）　＊すみだボランティアセンター(東向島2－
17－14)への出張あり　対パソコンの基本操作(ワー
ド・エクセル等)ができる方　【雇用期間】4月1日～
令和4年3月31日　【募集数】若干名

問〒130－8640厚生課厚生係(区役所3階)☎5608－1163　【申込
期限】2月17日午後５時(必着)

▼事務 内国民健康保険料の徴収・収納に関する業務　【勤
務場所】国保年金課（区役所2階）　対パソコンの基
本操作（ワード・エクセル等）ができ、国民健康保険
料の集金や滞納者への対応、徴収に関する業務に意
欲的に取り組める方　【雇用期間】4月1日～令和4年
3月31日　【募集数】若干名

問〒130－8640国保年金課こくほ保険料係(区役所2階)☎5608－
6126　【申込期限】2月19日午後５時(必着)

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込書等の配布期間・場所が変更となる場合があります。お越しの際は、
事前に、各問合せ先へご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

特集展示「資料館で雛
ひな
まつり」 4月11日(日)までの午前9

時～午後5時　＊入館は午
後4時半まで　＊休館日は
毎週月曜日、第4火曜日(祝
日のときは翌日)

すみだ郷土文化資料館
(向島2－3－5)

内歴史的・美術的に価値が高い江戸時代の雛人形などの展示　費 ▼個
人＝100円　 ▼団体(20人以上)＝80円　＊中学生以下と身体障害者手
帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は無
料　申期間中、直接会場へ　問すみだ郷土文化資料館☎5619－7034

冬こそダイエット！ボディメイ
クプログラム体験（超音波の体脂
肪厚測定２か所付き）

2月28日(日)までの午前9
時～午後8時　＊60分程度

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内トレーニングと食事コントロールで無理なく続けられる6週間ダイ
エットの１回体験　対 18歳以上の方　費 1100円　申事前にスポー
ツプラザ梅若☎5630－8880へ　＊内容等の詳細は申込先へ

これから運動したい人におすす
め！ヨガ教室・水泳教室体験会

2月12日(金)～26日(金)　
＊各教室の日程の詳細は申
込先へ 

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 16歳以上の方　費 1回1100円　申事前に両国
屋内プール☎5610－0050へ

区
政
そ
の
他

地域活動に役立つ〝Web会議
ツールの活用法〞

3月6日（土）午前10時～正
午

参加者の自宅等　＊オ
ンライン会議システム
「Zoom」を使用

対オンライン会議システムを地域活動に活用したいと考えている方で、
自宅等から「Zoom」で参加でき、次のいずれかにあてはまる方 ▼区内在
住在勤在学で地域活動に興味・関心がある　 ▼区内で地域活動を行って
いる　定先着20人　費無料　＊通信料は自己負担　申事前に区ホーム
ページから申込み(左のコードを読み取ることでも接続可)　＊受け付け
は3月1日まで　問地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

コード
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